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ESSAY

思い出の覗岩遊園地︒懐かしい︑宇和

ところで︑１９９５年のことである︒

との対話﹂と呼び︑その感覚を生かした

空感覚をして彼は﹁既にそこにあるもの

作品を︑おびただしく創ってきた︒

阪神大震災があって︑オウム真理教の

事件があった年︑僕は和歌山の大学生だ

島っ子の奥座敷︒僕らは赤松遊園地とも
呼んでいた︒

のメインホールの緞帳はやがて﹁覗岩シ

数年前オープンした﹁パフィオ宇和島﹂

雑誌を読んでいたら︑そこに﹁覗岩テク

リーズ﹂の代表作になっていくことだろ

った︒その秋創刊された﹁頓智﹂という

船舶免許と小さな釣り船を持っていた︒

ノ﹂というエッセイが載っていて驚いた︒

僕の親父は生涯︑車を持たなかったが︑
僕ら親子はそれに乗ってよく釣りへ行っ

う︒あれは遊園地がかつて配っていたマ

おおたけしんろう

筆者は大竹伸朗とあった︒名だたる文人

ッチ箱のデザインがモチーフになってい

た︒九島の沖に浮かぶ﹁高島﹂
﹁野島﹂あ

や知識人が寄稿する全国誌で︑なんだか

たりまで行くのだが︑﹁今日は釣れんワ

僕はこの時初めて︑世界的な画家大竹

岩遊園地に激しく﹁グッときて﹂おり︑

動をしていることを知り︑そしてあの覗

きっとその作品も永遠であることだろう︒

美術史的存在になると思っているので︑

将来僕は大竹さんは﹁ゴッホなみ﹂の

からこの世は面白い︒

覗岩遊園地をモチーフとした作品を︑た

とである︒

と地球に遺っていく︒本当に誇らしいこ

僕の思い出の地は︑彼の作品の中でずっ

もただの﹁楽しいけど変なところ﹂でし

僕にとって覗岩遊園地は︑どう考えて

くさんのこしていることを知った︒

伸朗を知り︑彼が宇和島を拠点に創作活

が遺産となるやら︑予測がつかない︒だ

る︒そこに天才さえおれば︑いったいな

イ﹂﹁波が高いワイ﹂というような時は︑
早めに湾の中へ戻って︑よく覗岩遊園地
で遊んだものだ︒
僕が小学生の頃︑つまり昭和の終わり
頃の覗岩遊園地は︑売店も食堂も料亭も
絶賛営業中であり︑休みの日には結構な
人で賑わっていた︒一風変わってはいた
が︑楽しいところだった︒泳ぐ人︑釣る
人︑食堂で食べる人︑食堂にあったゲー
ム機で遊ぶ人︑食堂の前に並んでいた数

かなかった︒が︑画伯にとってそこはア

ートフルなワンダーランドであるらしか
った︒

確かに︑よく考えたらおかしなところ
ではある︒

あの奇妙な岩とか︑食堂の佇まいとか︑

1974 年 宇和島生まれ
宇和島南高等学校卒業後、和歌山の大学へ進学し、卒業後は大阪府の
広告代理店に就職。コピーライターおよび商業筆文字師として活動。
2014 年 4 月、農業を志し、地域おこし協力隊として愛媛県松野町へ
移住。現在、桃農家として農業再生に取り組むほか、松野、南予の暮
らしの楽しさを伝える YouTube チャンネル「松野大好きヤザマ夫妻」
、
FM がいやのラジオ番組「ワッツアップ！まつの」でも活躍中。

台の︑ウインウインと動き出す遊具＝そ
り返った﹁仮面ライダー﹂だとか︑
﹁がん
ばれロボコン﹂だとか︑に乗る人︒
食堂には﹁即席ラーメン﹂という︑今
思えば力の脱けるようなメニューがあり︑
２００円だった︒往時︑僕は﹁即席﹂と

竜宮城みたいな変な建物とか︑天然の生

け簀に群れ泳ぐ鯛とか︑伊勢海老とか︑

その奥の︑妖しい海沿いの料亭とか︑そ

れはなんだか︑不思議な夢に出てくるよ

大竹さんによれば︑覗岩遊園地は︑そ

うではないか︒

の古臭い風景から︑かえって︑まだ見ぬ

近未来を見るかのような錯覚が醸し出さ

れてくるのだそうだ︒こうした歪んだ時

写真 / 赤松の夕景（撮影 / 北濱一男）

やざま だいぞう

矢間 大蔵

いう言葉の意味がわからず︑しかし︑そ
れがあまりにも旨かったので﹁父ちゃん︑
あれはなんと読むのぞ﹂
﹁あれはそくせき︑
と読むけんな﹂﹁どがいな意味ぞ﹂﹁すぐ
できる︑という意味やけんな﹂
﹁ほうかな
し︑赤松のそくせきラーメンはおいしい
のうー﹂などといっていた︒なんのこと
はない︑きっとそれは﹁サッポロ一番﹂
かなんかだったのである︒
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にが美のモチーフとなり︑いったいなに

矢間 大蔵

知らない宇和島の人が︑あの覗岩遊園地

覗岩の思い出

のことを︑激しく褒めている！

のぞきいわ

「モットーは、 預かったときよりもキレイに！ 」

時︑息子が大学へ進学したいと言っ

名前もよう覚えてもろうとります﹂

と語る稲田さんは︑休みの日は今も

中学校生活も終わりに近づくと︑

てきたタイミングで思いきって材料

磯に糸をたらしに行く︒

校に行きたいけど︑いくら手術した

いんですが︑我々職人は暇なのが一

﹁この仕事で苦労と思ったことはな

今は施設に入られている︒

れていた妻の満里さんが病に倒れ︑

る稲田さんだが︑長年陰で支えてく

﹁修理で預かった靴を預かった時より

しよったんですが︑うちのが３年前

いところもないし︑仕事をする意欲

院に京大出の良い先生が来とるから

からでも遅くない︒宇和島の市立病

が主流で稲田さんの店では︑一足四

できた︒この頃は︑まだまだ注文靴

の時︑ハレて自分の店をもつことが

その後︑数件の店で修行し︑

る︒時化以外は毎週磯釣に通うとい

で︑
﹁磯釣りが恋人よ﹂と表情を緩め

り具店の店主の勧めで始めた磯釣り

一の楽しみは︑近所にあった吉田釣

かつて私たちの街の角々にあった

人に呼び止められて﹁中学校出たら

を終え店を出ようとすると︑店の主

頭買いは︑そのままだったので︑月

た︒しかし︑注文は減っても革の一

っていき︑徐々に注文が減っていっ

私は︑クーラーボックスにいっぱい

では誰にも負けんくらい釣りました︒

私の得意はイサキとヒラマサで︑磯

と移動するので皆が驚くほどでした︒

靴修理センターは貴重な存在だ︒

インタビュー・構成／川尻純滋
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私たちの生活に欠く事のできない
将来のことを色々と考えるようにな

費の少ない修理専門への業態変更を

有余年︑今や四国
っていた︒

靴の修理一筋に
西南エリアで唯一の靴修理店﹁宇和
決心する︒

歳を越え︑今も現役で仕事をす

﹁兄さん︵３歳年上︶も通っている分

︶にお話をうかがった︒

島靴修理センター﹂を営む稲田文男
さん︵
分もかかる山道の

とは言え︑片道

﹁ 歳になったら商売を辞めようと話

この脚で一日中立ち続けていられる

に倒れてしもうてな︒私はどこも悪

そして︑夢だった散髪屋も︑

高知県江川崎の山村で９人兄弟の末

もキレイにしてお返しする﹂だ︒若

いころ︑修理で預かった靴をとにか

って大変やけど︑うちのが施設から

年︑現役靴職人として今日も

そして︑稲田さんが選んだのは︑

出てくるまで︑もうしばらく続けよ

がら脚に障害があった︒３歳の時︑

それを一貫して続けている︵私も先

うと思うとります︒常連のお客さん

はあるよ︒今は︑コロナで仕事が減

日︑修理をお願いしたが︑それは︑

からも﹃辞められたら困るけん︑続

く磨き上げていた先輩職人がいて︑

靴の修理にいそしんでいる︒

それはキレイにして頂いた︶
︒そして︑

けてよ﹄と言われるけん︑もう少し

あの宇和島の駅前通りの靴店だった︒

気でこれは治らない﹂と言われた︒

﹁もし︑手術をせんかったら︑おそ

お客さんが喜ぶのが自分の喜びにも

診てもらって手術しなさい﹂と勧め

千円︵既成靴が千円︶で売っていた︒

う︑知る人ぞ知る﹁イサキ釣り名人﹂

職人の店は︑一軒また一軒と姿を消

頑張ります﹂と笑う︒

られ︑小学校５年生の時に手術を受

当時︑材料の革は︑一頭分仕入れ

なのだ︒
︵ 釣りの話になったとたん︑声

しつつある︒

歳

手術は無事終わり︑医者から足首

るのが決まりだったので︑店先には

が大きくはずむ︶

うちで働かんかな﹂と誘いを受ける

によっては売上よりも支払いの方が

釣っても毎回︑船頭の奥さんに

10

今の時代こそ︑稲田さんの宇和島

を固定するために編み上げの靴を履

牛やカンガルーなどの革が所狭しと

けることになった︒

くように言われ︑親に連れられて宇

が︑稲田さんには︑江川崎にある高

多いことも︑しょっちゅうで︑これ

匹

校の分校へ進み︑将来は散髪屋にな

くらいあげるんです︒やけん︑顔も

の頃は脚が悪いのに磯の上をさっさ

﹁お金もだいぶ使いました︒ ︑ 代

50
では商売にならないと試案している

チ﹂という靴屋を訪れた︒靴の注文

40

りたいという夢があった︒

年代になると既成靴が主流にな

吊り下げられていた︒

25

67

80

和島の駅前通りにあった﹁サンエッ

そんな︑仕事一筋の稲田さんの唯

隣り村の診療所にいた内科専門の医

終戦後︑小学校に高知の日赤病院

らく靴職人には︑なってなかったで

なっているという︒

以降

の医者が巡診にきて﹁もっと早よう

しょうな﹂と笑う︒

者に診てもらうと︑
﹁生まれつきの病

INADA FUMIO
に手術しとったら良かったのに︑今

だろうか︖﹂と・・・

か？

通学に自分の脚は耐えられるだろう

40

60

っ子として生を受けたが︑生まれな

稲田さんの︿こだわり・信条﹀は︑

番嫌ですけんな・・・﹂

80

80

82

稲田さんは︑昭和 ︵１９４０︶年︑
15

文男
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定休日 ／ 日曜日

業者も資金繰りに困窮していたようで︑

その打開策として信用組合の設立機運

︶年に﹁産業組合法﹂

が制定された︒これにより︑購買・販

が高まり︑１９２２︵大正

︶年５月
売・生産の事業組合に加えて信用事業

１９００︵明治

「宇和島信用購買組合」誕生

報徳思想の４つの柱

宇和島信用金庫創立一〇〇周年企画

本誌は創刊以来﹁宇和島信用金庫色
は極力控える﹂というコンセプトのも
と編集してきたが︑今年５月︑当庫が
創立一〇〇周年を迎えるということで
お許しを頂き︑この会に信用金庫につ
うわしん︶

いてご紹介したいと思う︒︵﹁宇和島信
用金庫﹂以降

︶年に二宮

にのみや

さて︑我が国に最初に誕生した信用
おか だりょういち ろう

金庫は︑１８７９︵明治
そんとく

尊徳の弟子の岡田良一郎︵当時︑静岡
とおとうみ

を行う﹁産業組合﹂が法制化された︒

創業するに至った︒

３日︑有限責任宇和島信用購買組合が

業者向け金融の必要性から︑同法内に

１７︵大正６︶年に都市部の中小商工

をモデルとしたものだったので︑１９

具雑貨︑日用品を扱い︑精米機２台︑

部もあり︑米麦︑和洋酒︑食料品︑文

りし︑仮店舗を開設︒貯金のほか購買

創業当初は︑信義株式会社内に間借

しん ぎ

この法律は︑農村部の小農民向け金融

市街地信用組合制度が創設された︒

この信義株式会社とは︑１８７２︵明

精麦機１台で営業を開始した︒
︵大正７︶年の第一次世界大戦の終結後︑

治５︶年︑北宇和郡宇和島町佐伯町︵現

当時の時代背景をみると︑１９１８

一時的には大戦景気を謳歌したが︑大

宇和島市︶に︑旧宇和島藩の十六 ←
これらを実践することで、人は、はじめて物資的にも精
神的にも豊かに暮らすことができる

県議会議長︑資産貸附所総括︑遠江報

11
正９年３月には反動
から株価が暴落し︑
地方銀行を含めた銀
行間取引の仲介を広
く行っていた大阪の
増田ビルブローカー
銀行が破綻した︒こ
れを契機に７月にか
けて全国各地で銀行
取付けが発生し︑

ど︑全国的に極度の
金融難に陥っていた︒
このような状況か
ら宇和島市内の商工

信義株式会社（写真集「明治・大正・昭和 宇和島」発行 / 国書刊行社より）

徳社々長︶が地域振興を目的として設
立した勧業資金積立組合︵現在の島田
掛川信用金庫︶で︑二宮尊徳︵金次郎︶
が説いた﹁報徳思想﹂が根底にある︒
﹁報徳思想﹂とは︑二宮尊徳が広めた
道徳・経済思想で︑
﹁私利私欲に走るの
ではなく社会に貢献すれば︑いずれ自
らに還元される﹂という︑経済と道徳

33

の銀行が休業するな

21

を融合した思想で︑現在では︑静岡県

すいじょう

大報徳社が中

肉親・知己・郷土・国のため、あらゆる方
面において譲る心をもつべきであるという
考えで、少しでも他者に譲れば、周囲も自
分も豊かになる
ぶんど

掛川市の公益財団法人

推 譲
きんろう

心となり普及活動を行っている︒同社

適量・適度のこと。現状の自分にとってど
う生き、どう行うべきか知る事が大切
しせい

の入口には﹁経済の門﹂と﹁道徳の門﹂
と刻まれた門柱があり︵写真１︶︑道徳
と経済の調和がとれた社会づくりを目
指す教えを象徴している︒

分 度

（二宮尊徳）

勤 労

積小為大（小を積んで大をなす）という言
葉に代表する考え方で、大きな目標に向か
って行動を起こすことにしても、小さなこ
とから怠らず、つつましく勤めなければな
らない

「道徳なき経済は罪悪であり
経済なき道徳は寝言である」

全てのものに良い結果を与える理念として
「まごころをもってことにあたる」

（写真 1）

至 誠

12

4
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軒組という下級武士たちが資本を持ち

日の理事会では決着せず︑４月

日

体に統合するか︑市街地信用組合とし

定せられたることを説明して︑農業団

の第１期総会で初代組合長﹁黒田懿十

て決戦下国家に尽くすかの可否を諮り

た︒その宇和島銀行も昭和８年２月に
第二十九銀行に合併され︑現在の伊予

郎﹂が就任したが︑５月３日の営業開

たるところ︑農業団体に統合すること

い じゅう

寄り︑上甲玄蔵を社長とする﹁信義社﹂
銀行へと繋がっている︒因みに当時︑

始直後の理事会で辞任している︒同日︑

に全会一致決定す﹂とあり︑一時は農

だ

として設立された銀行類似会社である︒
信義株式会社の建物があった場所には︑

理事会では旧宇和島藩士で宇和島罐詰

くろ

資金業と活版印刷業を兼営していたが︑
現在︑伊予銀行の家族寮が建っている︒

業団体への道を決定していた︒しかし︑

ろう

当初は貸金より︑むしろ活版印刷業の

株式会社の﹁髙宮政一郎﹂が選任され

たか みやせい いち ろう

仮事務所で創業した宇和島信用購買

月

営業が主で︑後になって金融機関色を

年

翌年１月の理事会では︑﹁昭和

育者の﹁林巳之松﹂が第２代組合長に

に統合することに決定したるも︑その

濃くしていった︒
を宇和島市丸之内１番地の内１９４番

就任した︒この時︑黒田氏に慰労記念

日︑当組合役員会において農業団体

その後﹁信義株式会社﹂と改組し︑
の事務所に移転する︒伊達家の借地に

の まつ

年２月に宇和島銀行に合併され

大正

後県当局において種々再検討の結果︑

戦前と思われる、信用購買組合本店玄関前で撮影された集合写真（年代不詳）

全部を取り除くなど大修繕

リが大量発生しており屋根

社より購入した倉庫に白ア

余談ではあるが︑水電会

４月以降は︑６代︵

いわゆる地域の名士が務め︑昭和

５代﹁上田宗一﹂︵宇和島市長︶など︑

﹁河野松衛﹂︵宇和島造船株式会社︶
︑第

代﹁井上源一﹂︵宇和島市長︶︑第４代

その後の組合長︵理事長︶は︑第３

す﹂として︑前年の決定を覆している︒

業組合法によりて運営することに決定

に応じ︑前決議を取消し従来どおり産

信用組合となるべきものなりとの要請

うえ だ そう いち

の まつ え

いの うえ げん いち

を余儀なくされたようであ

伊予銀行から人材を招聘する時代が続

こう

る︒役員会でも問題となり︑

いた︒生え抜き職員がトップに就くよ

年間︶にわたり

︶年︑

いる︒７月

日に国宝追手門が焼失し

にかけて計９回にわたり空襲を受けて

終戦の年︑宇和島市は５月から８月

れない︒

としては当然の帰結であったのかもし

宇和島市に本店を置く唯一の金融機関

水電会社へ苦情を申し入れ

うになったのは︑２０１２︵平成

代﹁村尾明弘﹂からである︒

むら お あき ひろ

年

たようだが︑補償されたか

第

日には本店事務所が

前に持ち出し無事であったため︑本店

も罹災全焼した︒ただ︑重要書類は事

たが︑その翌日
﹁産業組合法﹂にそのルーツをもつが︑

も１９００︵明治

︶年に﹁産

は罹災の翌日から仮店舗にて業務を再

現在の協同組織金融機関は︑いずれ
合は創業から遡ること３ヶ

戦時中の１９４３︵昭和

開し︑同年

︶年に営業再

日には早々に事務所

日には船大工町支所
月前の２月４日に設立され

業組合法﹂から﹁市街地信用組合法﹂

を新築移転している︒なお︑船大工町

罹災全焼︑同月

た︒設立者は土谷頼三郎氏︑

と﹁農業団体法﹂が分離され︑その後

︶年に制定された

丸ノ内１番地１６１７号の

の市街地信用組合︵信用金庫︶と農協
このとき︑宇和島信用組合は大きな

用金庫に改組した︒

そして︑１９５２︵昭和

︶年︑信

今で言う店舗内店舗である︒

開するまで︑本店に移管して存続した︒

18

つち や より さぶ ろう

同氏宅に仮事務所を置き︑
に仮事務所を移設︑３月

日に組合として設立認可を

月の理事会議事録によると︑

決断を迫られている︒１９４３︵昭和
︶年

ほり べ りょうぞう

27

12

18

33

堀部良蔵︑農業団体法の制

27

受けている︒
当初︑組合長の選任には

﹁専務理事

10

月
３月２日に信義株式会社内

支所は１９５２︵昭和

さて︑宇和島信用購買組

どうかは定かではない︒

当組合の性格よりして将来当然市街地

19
に大きく分かれていくことになる︒

29 13

12

43
24

44

同年９月に新築している︒

品として支給されたのは︑鰹節２箱で

10

建つ旧宇和水電株式会社の

18

あった︒

はやしみ

たが︑家庭の事情で固辞︑結局︑元教

じょうこうげんぞう

25

組合は︑２年後の大正 年１月に本店

25
12

18

20
困難を極めたようで︑３月
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5

13

倉庫を事務所として購入し︑

15

宇和島信用金庫創立一〇〇周年企画

思惑 が合致 した宇和島自動車 との替地

現在︑うわしん本店営業部がある場

︵２０１９︶年に発行された

31

﹁昭和 ︵１９４５︶年

月の取締役会

12

「大正時代の宇和島の目抜き通り」 右端の洋風の建物が平井吉三呉服店
（写真：田部司）

かけて宇和島市内の呉服店界御三家の

を決めた︒この店舗は明治から大正に

てるため︑丸吉呉服店を購入すること

で︑本社事務所及び宇和島営業所に充

20

宇和島自動車１００年誌によると

平成

んと少なくなってきている︒

本社であったことを知る人は︑だんだ

所が︑かつて宇和島自動車株式会社の

昭和 30 年代半ば、本町追手にあった宇和島自動車本社。ここを起点に人、物が動いていた。
（写真：宇和島自動車）

6

つなぐ 2022 春号

ひら

い よしぞう

一つと言われた平井吉三が経営してい

了会長に旧本社のこと

さとる

た建物であった︒︵後略︶﹂とある︒

ひろ せ

同社︑廣瀬

を伺うと﹁子どもの頃︑父︵当時社長

だった村重嘉三郎氏︶に連れて行って

もらったことがあって︑室内がとても

薄暗かったことを覚えています﹂と懐

かしがられていた︒

上の写真は︑現在の宇和島信用金庫

本店営業部が建っている場所にあった

宇和島自動車株式会社の本社を撮影し

た写真だ︒左の俵津行きのバスをよう

く見ると懐かしい腕木式方向指示器な

のが分かる︒

また︑別のページには

﹁昭和 ︵１９６１︶年︑本町追手本社

腕木式方向指示器
（東京カーウォッチング
https://afosi.exblog.jp/32387639/）

が手狭になったため︑買収していた朝

日町の元萬栄海運ビルに︑とりあえず

経理部と総務部を移転した︒そして︑

翌年︑堀端の現宇和島ハイヤー本社に

日の夕刊宇

あった宇和島信用金庫と土地の交換が

年４月

まとまった﹂とある︒

そして︑昭和

27

わる﹂との見出しで以下のように報じて

動車 信用金庫と交換 六月中に移転お

和島日日︵次項参照︶には﹁宇和島自

37

いる︵次項 原文通り︶
︒
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7

36

れ現在の場所を明け渡し︑交換するこ

この結果︑両者は六月末までにそれぞ

庫総代会でこの交換計画を承認した︒

渉を進めていたが︑二十五日の信用金

一理事長︶と敷地交換計画について交

社長︶では︑宇和島信用金庫︵上田宗

て宇和島自動車株式会社︵村重嘉三郎

﹁かねてから本社ビルの新築計画をた

こうして︑珍しい土地の交換が実現す

金庫との交換計画が具体化したわけ︒﹂

堀端通り車庫に近いことなどから信用

ターとしての性格も持たせる計画で︑

消できるとみている︒同時にバスセン

務室が分かれている不便さもこれで解

手通りと朝日町の旧万栄海運ビルに事

する予定だが︑現在すでに手ぜまで追

宇和島自動車の本社も近代的なビルに

万円︑預金十一億円︑貸金六億六千万

本金は二千五百万円だが︑積立金四千

宇和島信用金庫は大正十一年創業︑資

合にも使える︒

カールーム︑三階は大ホールで各種会

会議室︑書庫︑役員室︑宿直室︑ロッ

接室︑食堂︑ガレージ︑二階は事務室︑

備している︒一階は営業室︑金庫︑応

四平方㍍の近代ビル︒冷暖房設備が完

竹中工務店が施行︑鉄筋三階七百六十

業所となった︒

物は改造され︑宇和島自動車丸之内営

そして︑堀端通りのうわしん本店建

和島信用金庫の本館﹂と題して以下の

刊宇和島日日には﹁喜びの落成式

宇

日の夕

外山鉄之輔︑鳥羽泰藏︑高畠亀太郎︑

専務理事

お現在の役員は︑理事長上田宗一氏︑

金融機関の雄として発展している︒な

昭和 37 年４月 27 日

夕刊宇和島日日

昭和 38 年 宇和島自動車社内報に掲載された丸之内営業所の様子

むらしげ か さぶ ろう

とになつた︒現在の宇自動本社は追手
ることとなった︒

会を待つていたもので利害が一致した

ように報じている︵原文通り︶
︒

長山芳介︑槙本源蔵︑三原卓蔵︑森信

円という素晴らしい業績をあげ︑地方

通りにあるが︑道路がせまいので駐車
や操車に不便があつた︒一方信用金庫

わけ︒信用金庫は予算三千万円で鉄筋

﹁創業四十周年を迎える宇和島信用金

一︑監事は程野元介︑村重嘉三郎︑河

は堀端通りにあるが︑中央部に出る機

三階のビルを新築する予定で︑現在設

庫︵上田宗一理事長︶が︑かねてから

野藤貞の諸氏である︒﹂︵写真は新築な

夕刊宇和島日日

井上敬雄氏︑理事土居鶴重︑

計をすゝめている︒

宇和島市追手通に新築中だつた本店新

（宇和島市立中央図書館蔵）

つた︒新本店は総工費三千八百万円で︑

から︑落成式を盛大に挙げることにな

つた宇和島信用金庫本館︶

37

築工事は順調に進み︑七日午前十一時

︶年４月

8

7
昭和 37 年４月 27 日

（宇和島市立中央図書館蔵）

１９６２︵昭和
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現在の宇和島ハイヤー（株）本社事務所の場所にあった宇和島信用金庫本店

撮り歩きなんよ
北濱一男が撮りためた南予の風景

2021 年 3 月 26 日撮影

深山ダムの桜
西予市野村にある桂川渓谷入り口の桜です。
ここは、朝霧湖の野村ダムから「ほわいとファーム」
の前を通って行くと水源地の深山ダムがあり、その
周りに植えられている桜です。
水源地は約２ヘクタールほどの広さで、その周りに
ソメイヨシノの桜が約１００本ほど植えられていて
満開になるととても美しいところです。
この桜並木（下の写真）を数年前までは、少し上の
道路から撮影することが出来ていましたが、樹木が
成長した最近は撮影するのが難しくなりました。

北濱

一男

写真家

1945 年生まれ 宇和島市在住 学生時代からカメラをはじめるが、本格的な写真歴は約 20 年。
現在は、奈良県明日香の写真家 上山 好庸氏に師事し毎月奈良へ通う。
「撮り歩きなんよ」（ブログ）http://uwatu.blog135.fc2.com/

9
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真面目に二年間通いますが︑やんちゃな裕

幼い兄弟はマリア幼稚園に入り︑慎太郎は
くします︒

次郎は︑その金を持ち出し放蕩の限りを尽

義援金が集まりましたが︑慶応高校生の裕

昭和５年︑７年と衆議院議員に当選され五

﹃清家吉次郎翁は教育者から政界に入られ︑

デオで慎太郎の電文に接しました︒

石原慎太郎氏 の電文
﹁つなぐ﹂編集部から寄稿の依頼がありま
次郎は︑ほとんど行かなかったそうです︒

した︒筆者は︑平成
の﹃トランパー﹄を出版︑石原家のことを
支店長となった潔は︑料亭﹁海陽亭﹂で太

す︒私はここに政治家としての覚悟を見る

粛軍につき質問されたことで有名でありま

一五事件直後の臨時国会では︑荒木陸相に

が京都大学法学部を受験したいというので

のであります︒山下亀三郎翁は︑明治

歳で家長となった慎太郎

鼓を叩いてのドンチャン騒ぎ︑芸者衆から

認会計士を目指しなさい﹂と自分の母校を

﹁家族を養うためには一橋大学に入って公

年

ドンちゃんと呼ばれます︒接待で一夜を明
て行かされました︒

幡浜出身の私の父が勤務した会社でもあり︑

山下汽船合名会社を設立︒ロンドン︑シド

その後︑慎太郎が在学中に書いた﹃太陽

私はなつかしさと親しみを感じるものであ

勧めました︒慎太郎は高収入を得るため勉

の季節﹄が芥川賞を受賞し︑石原家の運命

ニーにも支店を置く大会社に発展させられ︑

が開けました︒選考会は築地の料亭﹁新喜

亀三郎の乳兄弟だった吉次郎︵吉田町出

後略﹄という長文が収録され
ります︒ ……
ていました︒

学を始めますが︑その職業が性に合わず文

山下近海

楽﹂で開かれますが︑かつて亀三郎ひいき

日本国の発展にも力を尽くされました︒八

機船の重

の店でした︒亀三郎は︑初代女将のおきん

学の道に進みます︒

役に抜擢

しん き

され︑一

と韓国総監の伊藤博文を訪ねたことが有り

へきれき

はや

あら き さだ

を醒ます﹁霹靂の舌﹂と囃されました︒物

夫陸相に質問攻めをする果敢な吉次郎に共

らく

家は東京

ました︒
ど︑そうそうたる文人が新喜楽に集まり︑

鳴するものがあったのでしょう︒

お

書きから政治家となった慎太郎は︑荒木貞
の二神範

白熱の論戦が交わされました︒父︑潔も接

亀三郎は政治家にはならなかったが︑歴

︵１９５６︶年１月︑川端康成な

身︶は︑途方もない大声を発し議場の眠気
に移りま

昭和
蔵は︑愛

待に明け暮れたであろう同じ座敷で︑息子

ぞう

南町城辺の出身で三井物産から山下汽船に

歳で︑人生の幕を閉じま

・慎太郎は︑総理大臣などにズバズバとも

慎太郎は数え

なものです︒

代の総理大臣と交流がありました︒政治家
を石原一家に与えましたが︑翌年

フレーズが浸透する時代に︑慎太郎の小説

のを言って︑国民的人気を博しました︒

慎太郎が芥川賞に選ばれるとは縁は不思議

数名の有志を連れ新会社・大同海運を立ち

くの社船が南方で撃沈される中︑肺炎のた

月︑多

上げました︒潔は︑崎山好春︵松山商業高

日︑潔は会議中に

まります︒

原節﹂はもう聞くことができません︒政府

したが︑死の間際まで物書きとして仕事を
月

続けたそうです︒あの歯に衣着せない﹁石
年

日の閣議で︑故・石原慎太郎氏に

正三位を贈ることを決めました︒ご冥福を

は２月

お祈りいたします︒

さて︑筆者が﹃トランパー﹄を書いた時︑
山下家当主の重蔵さんから頂いた﹁山下亀

歳の若さで帰らぬ人にな
りました︒親分肌だった潔は︑仲間に人気

三郎七十年︑清家吉次郎八十年合同祭﹂ビ

脳溢血で倒れ︑

しかし︑昭和

は若者の心をとらえました︒早速︑兄弟は

歳で亡くなりました︒

め

﹁もはや戦後ではない﹂という経済白書の

入った秀才です︒亀三郎は湘南逗子の別邸

ふたがみ のり

す︒社長

新会社・

年︑潔は

昭和

かす父のために︑兄弟はよく着替えを持っ

かいようてい

書きましたので白羽の矢が立ったものと存

でっ ち

19

戦後︑石原兄弟は父から小型ヨットを買

12

断り︑山下汽船に残りました︒しかし︑浜

さき やま よし はる

二神社長は︑

年︑山下亀三郎物語

宮本しげる

44

じます︒︵以下敬称略︶
きよし

慎太郎の父・潔は︑大洲市長浜の生まれ
で︑父親が警察官のため南予各地で暮らし
ます︒旧制宇和島中学に入りますが一年で
中退し︑吉田町出身の山下亀三郎が設立し
た山下汽船に入社しました︒さらに同町白
き さ お

てんどう

浦の浜田喜佐雄︵元ジャパン近海社長︶も
入社し︑店童︵丁稚︶として鍛えられます︒
やがて二人はトランパー配船の名手とし
て頭角を現します︒トランパーとは不定期
船のことで︑配船係は世界の海をステージ
に︑稼ぎのいい航路を探し求め奮闘します︒
山下汽船は︑﹁トランパーの雄﹂と呼ばれる
世界でも有数の海運会社になり︑Ｙの社旗
を七つの海にひるがえしました︒
昭和５︵１９３０︶年︑山下汽船は分断
まさ の すけ

18

出身︑潔の先妻は崎山の妻の姪︶の誘いを

の危機を迎えます︒専務の田中正之輔が

（左から）石原潔、裕次郎、光子、慎太郎

田は断腸の思いで田中と行動を共にします︒
昭和７年︑神戸市須磨で慎太郎が生まれ︑
年︑潔は小樽支店に転勤となり樺

二年後に裕次郎が産声を上げます︒
昭和

15

があり︑山下汽船や海運関係者から多額の

22

10
52

26

日活映画社に乗り込み﹁裕次郎物語﹂が始

78

ってもらい湘南の海で青春を謳歌します︒

90

20

31

28

太材輸送で荒くれ者たちを使い活躍します︒

14

10
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新党党首にとの構想が浮上した石原慎太郎東京都知事＝東京都港区のグランドプリンスホテル新高輪で 2011/７/16（写真：毎日新聞社提供）

宮本しげる プロフィール
昭和 24（1949）年 1 月
昭和 42（1967）年 3 月
平成 20（2008）年 6 月

吉田町生まれ

吉田高等学校機械科卒、㈱ジャパン近海に入社

㈱商船三井内航を定年退職

平成 26（2014）年 1 月 「内航大型船輸送海運組合」事務局長を退任

平成 28（2016）年 1 月 『トランパー』愛媛新聞サービスセンターより出版
平成 29（2017）年 8 月

ブログ本『吉田三傑 2017』自主出版

同年 10 月『トランパー』が、第 7 回「ふるさと自費出版大賞」ノンフィクション部門・優秀賞を受賞
令和元（2019）年 5 月
令和 3（2021）年 3 月
同年 12 月

11

ブログ本『吉田三傑 2019』災害支援出版

『日本の海のレジェンドたち』に山下亀三郎評伝を寄稿。

ブログ本『吉田三傑 2021 完』自主出版。

つなぐ 2022 春号

宮本しげる（著） 価格：1650 円（税込）
発行：愛媛新聞サービスセンター

おしらせ

宇和島信用金庫 100 周年記念事業

〈生のアーティスト〉クリシュナムルティの言葉

2023年版カレンダー作品公募展開催

まったく新しい人間になるために

宇和島信用金庫では、一般社団法人キャンバスのご協力を

本書は〈現代のブッダ〉とも称されたインド出身の哲人

得て、2023 年版カレンダーに使用する作品を選ぶ公募展

クリシュナムルティ（1895-1986）の珠玉の言葉集です。

を開催いたします。詳しくは、宇和島信用金庫各営業店窓

編者は元宇和島東高校長の稲瀬吉雄さん（宇和島市在住）。

口にある応募要綱チラシ（↓）でご確認下さい。

学生時代より足掛け 40 年読み継いできた彼の魂の言葉

〇信金賞…宇和島信用金庫カレンダービジュアルに使用

（60 有余年世界を巡り、人間変革を通した世界平和の道

〇キャンバス賞…次点作品

を聞く耳を持つあまたの人々に語りかけた足跡）

〇ぱれっと賞…7/26 ～ 30 で投票数の一番多い作品
※各副賞を贈呈

を危機の時代に生きる現代人への警鐘
と励ましのメッセージとして贈る

●公募展
7／26（火）〜31（日）

ために編んだと、稲瀬さんは言う。
コロナ禍に見舞われ、ウクライナ

●テーマ 「宇和島」

●会 場
ギャラリーぱれっと

戦争の厳しい現実を突きつけられ

●作品搬入
7／16（土）・17（日）

きていくことの意味を本書から学

ている今、人間として連帯して生
び、人生の様々な困難にもひるむ

※郵送の場合は 7/15 必着

ことなく、しなやかにたくましく

詳しくはチラシをご覧ください。

生き抜いていきたいものです。
J・クリシュナムルティ〔著〕 稲瀬吉雄 ( 編 )
コスモス・ライブラリー（2021 年刊）
四六判 414 頁 定価 1,900 円（税別）

〇お問合せ／ギャラリーぱれっと
宇和島市伊吹町字イカリ石甲 1083 番地 1-2F

☎ 090-7784-4703

ゆ ら ぐ ハ コ
Trembling Box

吉田 淳治著
本誌巻頭エッセイ執筆者の画家吉田淳治さん（宇和島市在住）が、愛媛新聞に 1 年間毎週
掲載され好評を得た 52 編のコラム「四季録」に加筆し、散歩の道すがら目にとまったも
のを撮影したモノクロ写真 22 点を挿入した「ゆらぐハコ」（Gmagazin 出版社）を刊行。
画家として各地で活動しながら、制作の拠点は宇和島という地方に置き続ける。
そんな暮らしの中で見えてきたものを、多彩な題目で執筆。世の中に対する憤りや考察、
また自然や人への思いの丈を、独自の視点で綴ったエッセイ集。

購

入

問い合わせ先

べにばら画廊
電話・FAX

宇和島市本町追手 2-8-6

0895-22-1104

メール

benibara.art@gmail.com

展

会

覧

情

四六判 195 頁
定価 1,500 円（税別）

報

◇ 吉田淳治 展 風景 - カゼのケイ 2022 年 4 月 9 日（土）〜 24 日（日）
Gallery 芽楽 〒465-0065 名古屋市名東区梅森坂 1-903
◇ 佐々木美術館 9 周年芸術祭（a 室：吉田淳治） 2022 年 5 月 26 日（木）〜 6 月 26 日（日）
佐々木美術館 〒982-0242 仙台市太白区秋保町境野字中原 128-9
つなぐ 2022 春号
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予土線特集 最終回。

8

宇和島から窪川
予土線

13
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満開の桜のもと、普段は普通列車としても活躍する黄色のしまんトロッコ牽引車キハ 54 が駆け抜ける。( 大内−深田 )

撮影 / 坪内政美

全国の鉄道ファンから 予“土線に近

永駅あり ”と言わしめる近永駅だが︑
・・・
鉄道ファンの中でもきっぷ︵切符︶に

るという︒もちろん近永駅で販売して
・・・
いるため︑近永駅発着のきっぷだと︑

書き込まれてある︒ははん︑これが常

﹃近永▼伊予宮野下︑大人一人︑小児一
・・・
人﹄と一枚のきっぷに二人分の情報が

の紙を取り出してくれた︒私のスマホ
・・・
ほどの大きさの見慣れないきっぷには︑

？

優しい返事︒行き先を告げると﹁往復

が﹂と声をかけると﹁どちらまで？﹂と

一人の男性がいる︒
・・・
﹁すみません︑きっぷを買いたいんです

ちも親戚が福岡に居るん

来たんです﹄
︑それに﹁う

？ と聞くと︑
﹃福岡から

ゃべりをするのが楽しい

駅から宇和島へ通っていたのだ︒竹本
・・・
さんは︑こうして駅を訪れてきっぷを

竹本さんのお嬢さんと予土線で︑この

懐かしさで話が弾む︒私も高校時代︑

えている︒

る︒長く鉄道と関わってきた竹本さん
・・・
は︑定年後もこうしてきっぷを販売し

・・・

ありがたいというが︑元国鉄マンだけ

回も転

あって全国の路線が頭に入っているよ

うだ︒竹本さんは現役時代︑

勤したそうだが︑車掌をしていた頃に

備券とか補充券というやつだな︑なる

よー﹂と応えたり︑意外

ある日の夕方︑学校から︑ちょっぴ
り早く帰ってきた甥っこが﹁予土線に
乗ってお出かけしようや﹂と誘ってき
た︒ちょくちょく近距離乗車をしてプ
チ鉄道旅を楽しんでいる私たちは︑ダ

ができて︑楽しいんよ﹂

んて︑すっかり仲良くな
・・・
ってしもうたり︒きっぷ

しぶり︑これお土産﹄な

という︒
﹁どっから来たの

買いに来た人たちとおし

71

すると︑そこへ片

言の日本語を話す外

国人の女性が窓口に

やってきた︒﹁伊予宮
・・
野下マデ３ニン︑キッ
・
プ︑クダサイ﹂
︒竹本

さんは﹁今日は休み？

いい買い物できた？﹂

と優しく声をかけた︒

すると女性は﹁ハ

イ︑デキマシタ︒ア

リガトウゴザイマス﹂

と答える︒伊予宮野

下駅の近くで働いて

いるインドネシア人

の女性たちで︑休み

になると︑予土線を

利用して買い物にや

ってくるのだという︒

竹本さんとは︑すっ

つなぐ 2022 春号

14

強いこだわりを持つ﹁きっぷ鉄﹂にと
って聖地といえる︒なぜなら︑近永駅
・・・
には券売機とはひと味違うきっぷ︑い

江川崎から予土線がつながり︑駅長と

ほど薄い紙だ︒行き先などの情報を聞

とその土地とご縁があっ

して就任した八幡浜駅には竹本さんが

き取って丁寧に書き込んでいる︒﹁往

たりして会話を楽しむん

男性は︑元国鉄マンの竹本精作さん

復﹂の部分に﹁〇﹂
︑なんだかレトロな

よ︒中には︑何回も来る

わゆる﹁常備券﹂や﹁補充券﹂など軟
・・・
券が販売されているのだ︒きっぷの対

感じでいいなと思わずニヤリ︒その様

子もおって︑
﹃おじさん久

植えたミカンの木が今も実をつけてい

面販売が劇的に減少する世知辛い昨今︑
・・・
近永駅にはきっぷをめぐるドラマがあ

子をみて︑窓口の男性が﹁おたくもき

一枚やけど︑なんかご縁

歳︶︒聞けば︑同級生のお父さんで

った︒

っぷマニアなの？︵マニアというほど
・・・
ではないが︑きっぷは︑とっておく方
・・・
だ︶この駅はね︑こんなきっぷを販売
・・・
しよるけん︑全国からきっぷマニアが

と笑顔で話してくれた︒

ながら鉄道を利用する人々を温かく迎

ようけ来るのよ﹂とニコニコ︒聞けば︑
・・・
全国どこのきっぷでも購入できるとい

近永駅では︑全国のＪ

これでいい？﹂と薄い緑色の一枚

うことで︑全国各地からやってくる人

Ｒであれば︑どこの区間

・・・

イヤを確認して近永駅から伊予宮野下

が絶えず︑たった一日で２︑３万円を

でも作って販売してくれ

︵

18

売り上げることもあるとか︒

きっぷ鉄から見れば夢の光景！近永駅にはこれだけの種類が揃う

※その他のエピソードもＨＰ掲載中
http://yodosen-green.com/

人との交流を大切にしている竹
本精作さん。

駅まで往復することにした︒近永駅は
・
簡易委託駅といって︑ ＪＲ四国からき
・・
っぷの販売を委託されており︑窓口に

丁寧に手書きし、きっぷに命を吹き込んでいく。

きっぷ作りに欠かせないスタンプも健在だ。

・・・
「近永駅に人情ときっぷあり」
鉄女 やましたあやこの

8

予土線特集

っぱいの食料品︒どんな料理を作る

かり顔馴染みのようだ︒手には︑い

た︒そのきっぷを財布の中にそっとし

さんに聞くと﹁どうぞ﹂と言ってくれ

の旅で使用したものと同じ。区間をスタンプ
で押して、往復や片道、乗車人数などの情報
をきっぷ売り場で書き込んでもらう。手間が
かかる作業なので、時間にゆとりをもって発券してもらおう。同じ行程な
ら複数人のきっぷが一枚で収まる。全国の特急や新幹線にもこれで乗れる。

まい︑小さな旅の記録としてとってお

●補充券 「手書きのきっぷ」で、今回

のかな・・・︒

すでに印刷されている「軟券」と
も呼ばれる薄い紙のきっぷ。近永駅では、170 円
や 380 円と決まった金額があらかじめ印刷されて
おり、松山や高知など主要駅へのきっぷもある。往復きっぷや宇和島と松
山間の往復割引が適用された「Ｓきっぷ」もある。

くことにした︒

●常備券

無人駅の多い予土線の中にあって︑

きっぷ

ちょっとしたやりとりに心がほっこ

海洋堂と予土線

近永駅で買える

りした︒きっと︑見知らぬ外国の土

地で働く彼女たちにとって︑ここで︑
・・・
きっぷを買うことの安心感のようなも

のがあるのかもしれない︒彼女たちは︑
・・・
笑顔できっぷを手に列車に乗り込んで

いった︒

私たちも彼女たちと同じように竹本

さんにあいさつをして列車に乗り込ん

だ︒甥っこは︑ぐんぐん流れていく車

窓を眺めている︒普段は車で走る場所

も︑列車からの眺めはひと味違う︒田

んぼやヤギも列車の窓越しに見るとち

ょっとだけ非日常で特別な感じがする︒

伊予宮野下駅で下車して︑駅に隣接

するＡコープで晩ご飯のおかずとジュ

ースを買って再び乗車︒私たちが折り

返しに乗った車両は︑ほかに乗客がお

らず︑完全に貸し切り状態︒広いロン

グシートの真ん中にぽつんと二人座っ

てみたりして﹁二人だけやと︑めっち

ゃ広い︑なんか贅沢やね﹂と笑った︒

甥っこと二人︑片道わずか 分の小
・
さな旅を楽しんだ︒近永駅で買ったき
・・
っぷは︑柔らかい一枚の紙だ︒クシャ

クシャになってしまう質感だが︑旅を

思い出すには充分な情報が書かれてい
・・・
る︒列車を降りるとき思わず﹁きっぷ

持って帰ってもいいですか﹂と運転士

17

最終回

●定期券・回数券

学割もあるし、何より手書きで発行してくれて、ちゃんとラ
ミネート加工もしてくれる。カメラマンの坪内さんも「ほしい！」と購入。私も思わず回
数券を買ってしまった。

▼近永駅

愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永９５５番地２

TEL ／ FAX：0895-45-0517

窓口営業時間 7：45 〜 16：50

※昼前後は銀行への入金のため不在。竹本さんのほかに２人委託されており、３人交代制で窓口対応をしている。駅舎は立て替えが予定さ
れているが、竹本さんらは引き続き窓口できっぷを販売する予定。

山下 文子

やました

あやこ

宇和島市出身、鬼北町育ち。
予土線沿線は、県をまたぐも「ザ・生活圏」。
鉄道を始め、乗り物は何でも大好き。
座右の銘は「その角を曲がれば、旅」
（※永六輔氏のうけうり）。
「四万十の鉄道 予土線」のホームページで
コラムを担当。

http://yodosen-green.com/
https://twitter.com/yodosen
https://www.facebook.com/yodosen/
協力：高知県予土線利用促進対策協議会

15

つなぐ 2022 春号

坪内 政美

つぼうち

まさみ

スーツ姿で撮影するという奇妙なこだわりをも
つ鉄道カメラマン・ロケコーディネータ。各種
鉄道雑誌などを執筆する傍ら、テレビ・ラジオ
にも多数出演。町おこし列車「どつぼ列車」を
主宰し、駅スタンプを製作・寄贈する活動を行
っている。高知県予土線利用促進対策協議会ア
ドバイザー。
ブログ 「坪内政美公式ブログⅡ」
:

【主な活動・執筆など】
鉄道全路線シリーズ ( 朝日新聞出版 ) 旅と鉄道・鉄道キング ( 山と渓谷社 ) サライ・ビー
パル・本の窓 ( 小学館 ) 琴電殺人事件 ( 西村京太郎・新潮社 ) JTB 時刻表・ノジュール・
青春 18 きっぷの旅・観光列車でいこう・るるぶシリーズ 主に四国関連・瀬戸内海離島
(JTB パフリッシッグ ) 四国旅マガジン GajA(SPC 出版 ) ネコ駅長ばす PHOTO BOOK ( エ
イ出版 ) 鉄道珍百景 ( 天夢人 ) ほか、ラジオまどんな「どつぼの鉄道見聞録」(ＮＨＫ松
山放送局・17:05 〜月一度程度出演 ) 多数。

窪川駅 ３つの路線が乗り入れる四万十町の「ターミナル駅」
■旅客ホーム数 …３面４線・有人駅 ■接続路線 土佐くろしお鉄道中村線・ＪＲ土讃線

最終回

駅舎は平屋建てで︑四国霊場

った︒
１９８８︵昭和

︶

内のホームにある中

り換える時のみ︑構

讃線から中村線に乗

を行っているが︑土

それぞれが改札業務

れ︑駅舎が２つある︒

川駅が北隣に併設さ

しお鉄道中村線の窪

移管された土佐くろ

年にＪＲ中村線から

63
間改札が使用される︒

番札所岩本寺の最

予土線全通４５周年記念
スタンプ

窪川駅のスタンプ

くもりを感じるテーブルと椅子が置かれるようにな

コンコースは観光列車の発着をきっかけに木のぬ

客も多い︒

り﹂も週末を中心に発着していることもあって観光

光列車﹁志国土佐時代︵とき︶の夜明けのものがた

寄り駅ということもあって︑お遍路さんも多い︒観

37

に変身する貴重なシーンを見ることができる︒

なものを差し込んで︑ヘッドライトがバックライト

ことから︑団子鼻のライト部分に赤い下敷きのよう

こと鉄道ホビートレインは︑進行方向が反対になる

宇和島から到着した﹁なんちゃって０系新幹線﹂

から発着する︒

鉄道中村線の発着駅でもあり︑予土線は４番ホーム

乗り入れるのがこの駅︒ＪＲ土讃線と土佐くろしお

宇和島駅を出発して予土線を進んでゆくと最後に

窪川

①
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予土線三駅語り❽

■所在地 高知県高岡郡四万十町琴平町１６−２４ ■開業日 1951( 昭和 26) 年 11 月 12 日

駅データー

②

③

④

かわ

くぼ

窪川
若井
家地川
打井川
土佐大正
土佐昭和
十川
半家
江川崎
西ヶ方
真土

文：山下 文子

写真：坪内 政美

宇和島

北宇和島

伊予宮野下

二名

大内

深田

近永

出目

松丸

吉野生

しまんとえきめし FORM「元はキオスク」
■住

所：高知県高岡郡四万十町琴平町 16−24（JR 窪川駅内） ☎ 088-029-6110

■営業時間：11:00 〜 20:00

■定休日：水曜日（不定休あり）

窪川駅のコンコースにあったキオスクがあった場所が改装された食堂。
地元でとれた野菜や米はもちろん、四万十ポークや四万十鶏、四万十
のウナギも味わえる。営業時間が長いため、ランチでも仕事帰りでも
おなかを満たしてくれる。持ち帰りもできる唐揚げは絶品で、揚げた
ては道中食べたい衝動との闘いだ。

みなくち天ぷら販売店「地元学生の御用達！」
■住

所：高知県高岡郡四万十町北琴平町 2−40

■営業時間：9:00 〜 18:00

☎ 088-022-3457

■定休日：日曜日

ささみ天にコロッケ、エビフライなどが買える天ぷら屋さん。価格も
７０円からと、とてもリーズナブルで、学校帰りの学生や主婦には欠
かせない店だ。優しいおかみさんとの気さくなやりとりも、どこかな
つかしい雰囲気。いろんな天ぷらも魅力的だが、タコ焼きもおすすめ。
中身は何故かタコじゃなくイカだがくせになるおいしさだ！！

四国霊場第 37 番札所
■住

岩本寺「和菓子作りにサウナもできる？！」

所：高知県高岡郡四万十町茂串町 3−13

☎ 088-022-0376

れっきとした札所でありながら、境内のあちこちに遊び心をくすぐる
仕掛けがある。地域を元気づけようと、ポップアーティストとコラボ
したり、宿坊ではサウナやキャンプ、和菓子作りや味噌づくり体験も
できる。写経や念珠作りは当日受付できるということで、非日常を気
軽に楽しめる開放的な場所になっている。禅体験も境内の好きな場所
で。観光用のレンタカーとしてトゥクトゥクも準備中。
※体験メニューは、新型コロナにより変動しているので要事前連絡。

① 昼下がりになると、全てのホームに列車が集う奇跡の瞬間が！
② 町道でもある跨線橋。四万十町役場の西庁舎と東庁舎を結ぶ。
③ コンクリート製の駅舎が特徴。四万十町の玄関口だ。

④ 土佐くろしお鉄道の窪川駅。窪川には実は駅舎が 2 つある。

⑤ 隣接する四万十町役場一階の予土線コーナーには、ジオラマや記念スタンプもある。
⑥ 2021 年 12 月からデビューした「すまいるえきちゃん♡」普通列車としても運行。

完
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⑥

⑤

宇和島市の九島で飲食店
﹁ nicco島
- を体験するごは

ん屋さん ﹂
- を経営している
水野裕之です︒少しだけ自己

紹介をしますと︑出身は千葉県
で大学卒業まで実家で育ちました︒
その後︑ホテルに就職し︑小浜島︵沖
縄︶
︑裏磐梯︵福島︶︑嵐山︵京都︶︑
河口湖︵山梨︶と４か所の施設で勤
務経験をした後︑地域おこし協力隊
として宇和島市九島に家族で移住し
ました︒
日本各地を転勤する中で感じたも
のは︑〟日本の魅力発見〝 と 〟住
んで知る暖かさ〝 でした︒改めて
日本の四季の素晴らしさ︑土地の魅
力︑食材︑お酒︑の魅力を各地で体
験する中で︑こんなに小さな島国
︵日本︶の中にこんなに沢山の知ら
ない魅力があることに衝撃を受けま
した︒さらに︑その魅力を人と会話
をしたり︑接することで経験をする
と︑それは︑そこにしかない魅力に
なり︑また行きたい場所になります︒
実家でずっと育った私にとって︑
また会いたい人がいる場所ができる
ということは初めての経験でした︒
そんな場所が実家以外に初めてでき
た私は凄く嬉しく心が豊かになった
と思います︒
自身でもそんな場所が作りたく︑
を始めました︒
九島で飲食店 nicco
そんな意味でも︑九島には大きな魅

方︑島での同窓会など︑ nicco
をきっかけに九島に来てもら

えると凄く嬉しくなります︒

オープン直後からすぐにコロ

ナウィルスが蔓延したので︑す

ごく難しい状況が続いています

が︑だからこそできるようになった

事も確かにありました︒約２年間︑

コロナウィルスに振り回されっぱな

しですが︑どうせ振り回されるなら︑

この機会に見える景色を大事にして

今後は世の中が落ち着いてきたら︑

いきたいと思っています︒

を拠点に九島全体を楽しめるよ
nicco
うな様々な展開を考えています︒そし

を味わい飲食を通して︑人と人が自

こで自身の飲食店を始め︑地のもの

初めて訪れた時︵当時は船で︶︑こ

いと思います︒

来ていただいた方を楽しませていきた

す︒まずは自身が楽しむことを第一に︑

の人が出てきたら良いなと思っていま

身のやりたいことを九島で実現する他

て︑いつの日か九島に可能性を感じ自

然と会話が生まれる︑そんな場所を

した︒来店を機に初めて九島を訪れ

お店をオープンして２年が経ちま

私が一番楽しんでいますが︵笑︶︒

でもらえたらと思います︒誰よりも

様々なお酒と地の食材をぜひ楽しん

ー︑日本酒︑泡盛︑焼酎など日本の

もよく合います︒ワイン︑ウイスキ

細なお酒造りの技術は日本の食材と

お酒にも感動しました︒日本人の繊

ています︒各地を巡った際に日本の

また︑お店では日本のお酒に拘っ

作りたいと思ったのを覚えています︒

味わえます︒

そんな非日常が市内から橋を渡ると

橘や野菜︑景色︑島独特の雰囲気︑

る人が多く︑新鮮な魚介と豊富な柑

島民はさっぱりしていて暖かみがあ

料理名 : 魚で出汁をとったカレー 880 円（税込）

た方︑何十年ぶりに九島に来られた
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おかみ

若

7
力とポテンシャルを感じています︒

18:00-22:00(L.O21:30)

営業時間：11:30-14:00(L.O13:30)

☎.090-2822-3918

宇和島市本九島１３８９

nicco − 島を体験するごはん屋さん−

だんな
女将
まずは自身が楽しむことを第一に

定休日：（月）、隔週（日）（火）

お城山

Instagram：nicco̲kushima

うわしん「南予活性化若手経営塾」とは、宇和島信用金庫において１年間、南予地域の産業活性化をはかるために
創業者や２代目、３代目の若手経営者を育成し、企業経営体質の健全化・成長のためのセミナー・個別指導・異業
種交流等をおこなっていて、地域内の中小企業の経営レベルを向上させる目的で開講されています。

ОＢ
うわしん若手経営塾

代表 水野 裕之

nicco − 島を体験するごはん屋さん−

い

ご

う

じ

宇和島に春を告げる祭り ︵宇和島市︶
―

せ

ひさ

一体のもの︵閻魔の本地仏が地蔵︶である

たか

と説かれ︑閻魔の信仰が確立されていく︒

もと

毎年︑旧暦１月１６日の前後３日間︑宇

全国的に見て１月１６日を閻魔の縁日と

おお

和島市丸穂にある臨済宗妙心寺派の西江寺

して︑多くの寺院で閻魔堂を開帳するよう

大本敬久

にて行われる﹁えんま祭﹂︒本堂内に宇和島

専門学芸員

出身の芸術家・村上天心︵１８７７〜１９

になったのは江戸時代中期以降であり︑そ

愛媛県歴史文化博物館

５３年︶が描いた巨大な閻魔図や︑寺に伝

れ以前には１月１６日を閻魔の縁日とする

せいごうじ

わる地獄極楽絵図などが飾られ︑多くの参

史料は見つけることができない︒

ある﹁浄玻璃の鏡﹂に生前の行動が映し出

帳面である﹁閻魔帳﹂があり︑また傍らに

閻魔の手元には亡者の生前の行いを記した

でまず閻魔の前で裁きを受けるとされる︒

持つとされる︒もともと現在の龍光院付近

り︑旧宇和島城下周辺でも最も古い歴史を

あった︒西江寺は室町時代からの古刹であ

村部よりは人口の集住する城下︑都市部で

衆化していくことになるが︑その多くは農

各地の寺院に閻魔堂が建立され︑閻魔が民

閻魔信仰では︑亡くなった者は︑あの世

され︑それらをもとに︑閻魔は︑亡者が六

にあったが︑宇和島藩の城下町建設により︑

じょうはり

道︵地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天︶

の大著である﹃望月仏教辞典﹄や﹃大正新

日﹂と呼ばれるものの︑その根拠は仏教学

﹁仏の正月﹂または﹁地獄の釜のふたがあく

ま祭﹂も城下住民にとって︑春を告げる風

ある︒宇和島城下町の発展とともに︑
﹁えん

初代藩主伊達秀宗の崇敬も篤かった寺院で

島城の鬼門に当たるともいわれ︑宇和島藩

ため︑現在の辰野川右岸に移転した︒宇和

全国的に閻魔の縁日は１月１６日とされ︑

脩大蔵経﹄を見ても確認できず︑インド・

物詩として賑やかになっていったのだろう︒

仰の対象として地蔵菩薩が注目されていく︒

らに地獄思想が広く定着した︒その中で信

平安末期に末法思想が隆盛したことで︑さ

して以降︑地獄︑極楽の浄土思想が普及し︑

元︵９８５︶年に源信が﹃往生要集﹄を著

鎌倉時代以降である︒平安時代中期の寛和

えるだろう︒

姿を見ることができる市内有数の名所とい

告げる﹁えんま祭﹂以外にも︑四季折々の

に完成した庭園として知られている︒春を

代に確立された様式とされ︑江戸時代初期

なっており︑枯山水︑築山の様式は桃山時

なお︑西江寺の庭園は愛媛県指定名勝に

だ て ひでむね

ただし︑日本でも閻魔信仰が広まるのは

中国伝来ではなく︑日本独自の文化である︒

寛永２︵１６２５︶年に龍光院を創営する

のどの世界に行くのかを決めるとされる︒

江戸時代から明治︑大正に隆盛し︑全国

詣者が訪れる︒

1971 年、八幡浜市生
まれ
専門は民俗学・日本文
化論著書に『民俗の知
恵』（創風社出版）等

鎌倉時代になると﹃佛説地蔵菩薩発心因縁

十王経﹄が広まり︑そこでは閻魔と地蔵が
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えんま祭で飾られた閻魔図と地獄極楽絵図
撮影／北濱一男

西江寺のえんま祭

南 予 の 祭 り 歳 時 記

つな
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health care

新型コロナウイルス感染症のオミクロン株について

デルタ株に比べて入院のリスク︑重症化の

院予防効果が回復し︑感染予防効果の回復も

南アフリカから報告された新型コロナウイ
リスクが低いと報告されています︒しかし︑

■重症度

ルス変異株です︒伝播性が高いため全世界
重症化するまでの期間が短く︑感染者数が多

重症者は入院での治療となりますが︑感染

月に

に加速度的に広がり︑日本でも感染拡大の

いため︑オミクロン株感染による入院例は増

者が多いため軽症者や濃厚接触者は自宅での

濃厚接触者は７日間の療養が必要です︒その

■感染した場合

報告されています︒

第６波を引き起こしました︒３月の時点で

加しています︒重症化例のほとんどは︑基礎

９割以上がオミクロン株です︒

行動自粛と健康観察をお願いしています︒発

日間︑無症状者や

疾患を有しているか︑ワクチン未接種者です︒

「オミクロン株の特徴」

慢性閉塞性肺疾患・慢性腎臓病・２型糖尿病

後は感染者の方でも他者への感染性は低いた

め解除となります︒詳しい療養解除について

以上

・喫煙・臓器移植後の免疫不全・妊娠後期が

・高血圧・脂質異常症・肥満 Ｂ(ＭＩ

感染力は︑デルタ株の２〜４倍と言われ

代では

ですが︑ 代では
倍になります︒

50

されていますが︑感染力が極めて強いため感

染者が急増すれば重症者も増えます︒さらに

医療従事者の感染者や濃厚接触者が増えると

救急医療を中心に医療の逼迫が生じます︒

しかし︑重症化や入院予防効果はある程度保

ワクチン接種者でも感染のリクスがあります︒

回避などの感染予防とワクチン接種の促進を

っています︒引き続きマスク︑手洗い︑三密

いオミクロン株﹁ＢＡ．２﹂も海外では広が

また︑現在のオミクロン株より感染力の強

邪症状が中心で︑味覚嗅覚障害が少なくな

たれています︒ワクチンの抗体価は徐々に減

〜４％に認めます︒

クチン３回目接種︶により発症予防効果や入

っています︒無症状の方も報告によります

発症予防効果は低いと思われます︒そのため

オミクロン株は重症化リスクが低いと報告

は︑保健所の指導に従ってください︒

代では
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0.2

初回接種によるオミクロン株感染に対する

■ワクチンの効果

倍︑

１とした場合︑

あります︒年齢も重症化のリスクです︒厚労

■感染力

10

ています︒オミクロン株は世代時間︵ある

30

省のデータによれば︑ 代の重症化リスクを

の時間︶が２日と短く︵デルタ株は約５日︶
︑
潜伏期間も短くなっています︒また︑若年
者や小児での発症例が急増しているのも特
徴です︒

80

お願いします︒

■症 状

10

少しますが︑ブースター接種︵新型コロナワ

が︑

発熱・咳・だるさ・のどの痛みなどの風

71 10

患者が感染してから二次感染を起こすまで

)

症者は症状が軽快すれば

11

重症化しやすい基礎疾患として︑悪性腫瘍・

﹁オミクロン株﹂とは︑２０２１年

医療
20

沖内科クリニック

良隆

副院長 沖
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Tsunagu

お気楽

俳句
オリンピック・パラリンピックから数か月︒コロ

ナ禍のなかで記録に挑戦し︑さらなる高みを目指す

アスリートたちの姿には勇気づけられましたね︒

そこで︑いろいろなスポーツの場面を切り取った

︵小野更紗︶

句をご紹介︒南海放送ラジオ﹁夏井いつきの一句一

遊﹂の優秀句より︒

猫じゃらし

松田てぃ

三津浜わたる

きとうじん

碧西里

妹のりこ

胴上げのアンカー初晴へふわり

ラグビーのボールと推測できる泥

佐藤儒艮

矢的

だんご虫

八十八

真っ白な勇気が４つボブスレー

スケートを報じニュースの華やげり

一走人

＊色文字が季語です︒

星ひとつ見つけ湯船のスキーヤー

＊おせらしい
（大人っぽい）

絵：律川エレキ
1966 年宇和島市生まれ
奈良市在住
2000 年頃より俳句新聞
や俳句マガジン等に挿
絵を描く。映像作家

花時のダイバー背中から海へ

はら

春の匂豊かに孕む熱気球

夜の柳跳ね上げシャドーボクシング

競漕の声を捉えし双眼鏡

アマリリス萎えるボクサー養成所

ほえ

呼応する龍へペーロンまた哮る

坂野ひでこ

小泉岩魚

ビール売場の列にいる間のホームラン

ＰＫや止まる団扇の五千枚

マイマイ

みさこ

オペラオー

ゆ芽

ヘディングを競る肉が競る汗が競る

ひがみなり

まず上段に構える竹刀日雷

体育の日のアテネまで続く空

船上のとぎれとぎれに聞く相撲

＊かるう（背負う）

Tsunagu

おすすめの本
のだめカンタービレ 全13巻

講談社コミック

各￥1,320（税込）

2001 年の連載開始から 20 周年記念
国民的人気を誇るクラッシック音楽コメディコミックが待望の新装版になって
登場です。昨年 9 月から毎月 1 冊ずつ刊行され、今年 9 月に全 13 巻揃います。
各巻におまけの新作マンガもついて・・・♡♡♡
ドラマ化に続きアニメ化・映画化され、コミックの世界感がリアルに再現され
た映像に感激！！

上野樹里ちゃん、玉木宏くんは本当にハマり役でした。

最近は過去の作品（文庫やコミック）が大きな活字や絵になって新版化される
ものが多くあります。懐かしいものが見つかるかも・・・。
ぜひ書店へ足を運んで下さい。
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協力：岩崎書店

宇和島市錦町 4-16

TEL. 0895-22-0528

Tsunagu

つなぐ美術館

■アトリエ堀端絵画教室（べにばら画廊）https://benibara.webhop.info/
宇和島市本町追手 2-8-6

TEL. 0895-22-1104

作品名：『三種の葡萄』（水彩）
作者：細川清秀（大人クラス）

コメント：吉田 淳治

作品名：『花野菜』（水彩）
作者：細川千江子（大人クラス）

よどみなく走るペンの黒い線と、次々と重ねられてゆく色が響き合う。
清秀君の絵の良さを引き出すのは、打ち続ける鼓動のようなリズム。
対して千江子さんの絵はゆるやか。あったか色がホッホッとのってゆく。
描きながら野菜たちと同化したように息づく、大らかなやさしさ。
一緒に通い、同じ水彩で描いても似たりはしない、個の特性を発揮する 2 人。

■アトリエぱれっと

作品名：『おおつのじか』（水彩・クレパス）
作者：藤岡なつ（子供クラス）
堂々とたたずむ古代のオオツノジカ。
姿を変えたなっちゃんにも見えてくる。
守るように包み込む、強い色のうねり。
シカの目にたぎるものは、時をこえ、
開かれた未来に向かって歩み出す。

https://art-palette.wixsite.com/mysite

宇和島市伊吹町字イカリ石甲 1083-1 2F

TEL.090-7784-4703

yuka@art-palette.com コメント：清家由佳

作品名：『ビッグティガー』（コラージュ）
作 者：山口花音（小 6）

作品名：『葡萄』（油絵）
作 者：節安ルイ子

作品名：『シャボン玉と』（アクリル）
作 者：松本 智

今にも動き出しそうな迫力で、透明
感のある力強い目がとても印象的。
花音ちゃんはいつも素直に作品と向
き合うから、どの作品も素敵です。
これからも素敵な作品を描いてね！

節安さんの描く作品は皆が引き込
まれる様なものばかりだ。この作
品は背景の壁を赤で描き、色とり
どりの葡萄が活かされている。
これからも素敵な作品を沢山描い
て欲しいと願っている。

幼い頃の娘さんを描いた作品。
愛情が溢れている作品で、見て
いる側も癒される。いつも松本
さんは粘り強く向上心を持って
制作されるから、素敵な作品ば
かり。これからが楽しみだ。
つなぐ 2022 春号
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新連載！

としゅひゃっぺん

川亀 純米吟醸 中汲み 無濾過生原酒
八幡浜市 川亀酒造

1.8L
720ml
新聞紙？

3,520 円（税込）
1,760 円（税込）

そうなんです。

この姿で届くので「新聞巻きの川亀」と呼んでいる八幡浜の
川亀酒造の『川亀 純米吟醸 中汲み 無濾過生原酒』です。
" しぼりたて " と言われる、今が旬の、この冬の新酒なので
すが、お酒に詳しくないと酒名では分からないですよね。
出来たての香りも旨味も手をかけず詰め込んだお酒なので、
ガツンとくる美味しさがうれしいお酒なんですよ。
「中汲み」という一番美味しいところだけを汲んだ贅沢なお酒
なので、なおさらです。見た目とインパクトある美味しさで、
しばしば、飲食店さんとかで飲まれた方からすぐに問い合わ
せがあったりするんですよ。
県外に送られた方からは、巻いてある愛媛新聞を見て懐かし
がられてたとの話もお聞きしたりしてます。
なお生のお酒なのでお燗には向いてないです。保存は冷蔵庫
でお願いします。

たかむら酒の店
宇和島市神田川原 90

☎ 0895-22-0624

子どもの頃のありがちな大勘違い。 シャッター
を降ろしてから、 一仕事あるんですよね♪

作者プロフィール

本名 / 城内 章 1957 年 宇和島生まれ
宇和島南高等学校卒 職業 / 建設業
趣味 / 漫画イラスト作成
著書に「のらとおばあちゃんの虹」
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http://taka-sake.o.oo7.jp/
愛知県在住

※斗酒百篇とは たくさんの酒を飲みながら、たくさんの詩を作るこ
と。 古代中国の唐の時代、数多くの詩を作った李白のことを杜甫が
『飲中八仙歌』の中で褒め称えた言葉。
題字／矢間大蔵
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宇和島信用金庫
〒798-0041
宇和島市本町追手 2-8-21
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「つなぐ」は、こちらでどうぞ。
● 宇和島市役所ロビー
● パフィオうわじま

● 津島支所

● 畦地梅太郎記念美術館
● 南楽園

●福 DON

● べにばら画廊

● 吉田支所

● 宇和島市立病院ロビー
● 宇和島商工会議所

● 岩崎書店

● 木屋旅館

● アトリエぱれっと

[ 無料 ]

● 宇和島信用金庫各支店

その他

● 三間支所

● 中央図書館

● 市立伊達博物館
● 盛運汽船

● 吉田図書館

● 中央図書館津島分館

● 宇和島市立歴史資料館 ● きさいや広場

● 生涯学習センター

●道の駅みま

●シロシタ

● かどや（駅前本店・弁天町店・味奈味） ● ハイウェイレストラン宇和島

● はまゆう薬局

● パール薬局

● あすも（津島） ●ＪＲ宇和島駅

● ひまわり薬局

●ＪＲ松山駅

● 香川・愛媛 せとうち旬彩館（東京）

※宇和島市の「宇和島クラブ」に協賛業者として登録しています。

「つなぐ」の発行は、新春号（1 月）、春号（4 月）、夏号（7 月）、秋号（10 月）です。

●和日輔

●小野商店（津島） ●安藤コーヒー

